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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

July 2020 

7がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく

Information Related to Covid-19 

●Special Cash Payments Due to Aug 11th 

  To receive this benefit, please apply for it due to 

August 11th (Tue). We sent a recommendation notice 

people who have not applied it yet. If you have not 

received the application form, please let us know. 

 

♦How to Apply : ① Postal Applications 

              ② Online Applications 

※Be aware of remittance fraud! 

♦Due Date : Reach by August 11th  (Tue) 

♦Contact : Special Cash Payments Call Center 

  44－3147 

 

●Health Maintenance Promotion Benefits For 

National Health Insurance Insured 

Kashiba City provide people who insured National 

Health Insurance to Health Maintenance Promotion 

Benefits. 

♦Eligible person :  

People who fulfill those conditions below; 

① People who are eligible for Kashiba City National 

Health Insurance as of April 30th 2020 and as of June 

11th 2020. 

② People who have paid this insurance fee from April 

1st 2019.(However, people who became eligible for this 

insurance from April 1st 2020 does not need payment 

history of this insurance.) 

 ※We have already sent application form to eligible 

person at the beginning of July. 

しんがたコロナウイルス に かんする おしらせ 

●とくべつ ていがくきゅうふきん しきゅう しんせい 

この きゅうふ を うけるには、2020 ねん 8 がつ 11 にち（か

よう） までに しんせいが ひつよう です。 

しんせいが まだのかたに すいしょう つうち を 

おくって います。まだ うけとっていない かたは、おしらせくだ

さい。 

♦しんせい ほうほう ： ①ゆうそうによる しんせい 

②オンラインによる しんせい 

※ふりこめ さぎ に ちゅうい！ 

♦しめきり ：2020 ねん 8 がつ 11 にち（か）ひっちゃく 

♦といあわせ ：  

とくべつていがくきゅうふきんこうふがかり 44－3147    

 

●こくみんけんこうほけん ひほけんじゃ の  

かたへの けんこういじ すいしん きゅうふきん  

かしばしは、こくみんけんこうほけん ひほけんじゃ に けん

こういじすいしんきゅうふきん を しきゅうします。 

 

♦たいしょうしゃ ：  

いかの すべての じょうけんをみたす かた 

①2020 ねん 4 がつ 30 にち げんざい かしばし こくみんけん

こうほけん の しかくがあり、かつ 2020 ねん 6 がつ 11 にち 

げんざいも しかくがある かた。 

②2019 ねん 4 がつ 1 にち いこうに こくみんけんこうほけん 

の のうふじっせき が ある せたい。（ただし、2020 ねん 4 が

つ 1 にち いこうに しかくを しゅとくした ばあい は のうふじ

っせきは ふよう。） 

※がいとう せたいには、7 がつ しょじゅんに しんせいしょを 

ゆうそう しています。  
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♦ Payment Amount : 10,000yen / person   

♦How to Apply : 

Fill in the form and send it with required documents. 

After document examination, we will make the 

payment into household’s account.  

♦Due Date : Reach by August 31st  (Mon) 

♦Contact : Welfare Center 79-7533 

●Human Rights Counselling Related to 

Covid-19 

 You can consult about unfair discrimination,  

prejudice, or bullying related to Covid-19 infections. 

♦Contact : Civic Council 44-3314 

 

Information About Public Facilities and Events 

●Restart to Use of Public Facilities 

 Public facilities are restarted to use after keeping the 

safety conditions.  

 ※Ask details to the each facilities. 

●Restart Events Held by Kashiba City 

 Some events are restarted after keeping the safety 

conditions. Check the city website for more 

information. 

●Restart ‘Kashiba Donzurubo Spa’ 

Kashiba Donzurubo Spa is reopened from July 6th 

(Mon). 

♦Opening Hours :  

①11:00am-noon 

②13:00pm-14:00pm 

③14:30pm-15:30pm 

④16:00pm-17:00pm 

♦Capacity :  

Up to 15 male and female each/a time zone 

 ※Check in is required in 30min before each opening 

hours. 

♦How to Reserve :  

Call (79-7526) or Reception Counter 

10:00am-17:00pm (Reception time) 

 ※You can reserve once in a time zone/a day in a 

week for yourself and relatives living together. 

 ※If there is space on the day, you can use without 

reservation. 

♦しきゅうがく ： 10,000 えん/ ひとり 

♦しんせいほうほう ： せたいぬし あてに ゆうそうした しん

せいしょに きにゅうし、ひつようしょるいを そえて へんそうし

て ください。しょるいしんさご、せたいぬしの こうざへ ふりこ

みます。 

♦しめきり ： 8 がつ 31 にち（げつ）ひっちゃく 

♦といあわせ ： そうごうふくしセンター 79－7533 

●しんがたコロナウィルスに かんする じんけん  

そうだん 

しんがたコロナウィルスに かんれんして ふとうなさべつ、

へんけん、いじめなど をうけたばあい、じんけんそうだんを う

けつけています。 

♦しみんきょうどうか ： 44－3314 

こうきょう しせつ や イベント の さいかい 

●こうきょうしせつの りよう さいかい 

 かんせんぼうしの じょうけんが ととのった しせつから さ

いかいします。 

※しょうさいは かく しせつへ といあわせ 

●かしばし の ぎょうじ の さいかい 

 かんせんぼうしの じょうけんが ととのった ぎょうじ から 

さいかいします。くわしくは、かしばしの ウェブサイト を ごら

んください。 

●かしば どんずるぼう おんせん の さいかい 

かしば どんずるぼう おんせんは、 7 がつ 6 か（げつよう）

から さいかいします。 

♦りようじかん ：  

 ①ごぜん 11 じ-しょうご 

 ②ごご 13 じ-ごご 14 じ 

 ③ごご 14：30-ごご 15 じ 

 ④ごご 16 じ-ごご 17 じ 

♦ていいん ：  

だんじょ かく 15 めい/りようじかんたい 1 かい 

※かくじかんたいの かいし 30 ふんいない に  

うけつけ が ひつよう 

♦よやくほうほう ：  

でんわ（79－7526）または、うけつけまで 

ごぜん 10 じ-17 じ（うけつけじかん） 

※1 かいの もうしこみで よやくできるのは、1 にち 1 わくで し

ゅう 1 かい のみ。よやくたいしょうは、ほんにんと どうきょの 

しんぞく のみ。 

※とうじつ あきがあれば、よやくふよう 



- 3 - 

 

♦Guideline ： 

・Keep each time zones for disinfection process. 

 ・ Writing your information in the reception is 

required. 

・Temperature measurement and hand sanitizing is 

required. 

・Wear masks outside of the bathroom. 

※The sauna cannot be used. 

♦Contact : Welfare Center : 79-7151 

●Closed; Kashiba City Public Swimming Pool 

Kashiba City Public Swimming Pool is closed in this 

summer for preventing Covid-19 infections. 

 ♦Contact : Civil Lifelong Learning Division 44-3339 

●Basic Measures to Prevent Infections 

・Prevent Crowding, Enclosing Spaces, and Closed 

Contact  

・Temperature Measurement and stay home if you feel 

unwell. 

・Keep Coughing manner. 

・Washing and sanitizing hands. 

・Air out the room frequently. 

 

Baby Massage 

  

Date and Time ①Jul. 17th (Fri.)  

②Aug.21（Fri.） 

 10:00am-11:30am  

Place: Health Promotion office (2F of the Sogo 

Hukushi Center) 

 Those Eligible: Babies from 2 to 6 months old with 

Parents of city living  

Limit: 10 pairs *If too many applicants, a drawing will 

be held.  

Contents: Massage your baby gently using oil and 

enjoy communication between mother and baby  

Application method Please apply at the following 

website https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/  

Application Period: ①July 7ｔｈ (Tue.)-１３rd(Mon.)②

Jul.20ｔｈ（Mon.）-Aug. 3ｒｄ(Mon) Information 

Sogo :Fukushi Center (☎79-7522)  

 

♦りようあんない ： 

 ・しょうどくの ため かく りようじかんを まもること 

 ・うけつけで、りようしゃじょうほう を きにゅう 

 ・けんおん と ての しょうどく を おこなう 

 ・よくしつ いがい では、マスクを つけること 

※サウナは つかえません 

 

♦といあわせ ： そうごうふくしセンター 79－7151 

 

●かしば そうごうプール の きゅうし 

 かしば そうごうプールは、かんせんぼうし の ため ことし

の なつは、きゅうし します。 

♦といあわせ ： しょうがいがくしゅうか 44－3339 

●きほんてきな かんせん たいさく 

・みっしゅう、みっせつ、みっぺい を さける 

 

・けんおん し、きぶんが わるい ときなどは りょうようする 

 

・せきエチケット を てっていする 

・てを あらい、しょうどく する 

・こまめに かんき する 

 

ベビー マッサージ 

 

にちじ： ①７がつ１７にち（きんようび）  

     ②８がつ２１にち（きんようび） 

ごぜん１０：００～１１：３０  

ばしょ そうごうふくしセンター ２かい けんこうぞうしんしつ  

たいしょう： しないに すんでいる ２～６かげつくらい の にゅ

うじ と ほごしゃ  

ていいん １０くみ ※もうしこみしゃ が たすう の ばあい は 

ちゅうせん と なります 

ないよう ：オイル を つかって あかちゃん を やさ しく マッ

サージ をして あかちゃん との コ ミュニケーションを たのし

みます。  

もうしこみほうほう: かき の ホームページ で もうしこんでくだ 

さい。 https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/  

もうしこみきかん ①７がつ７にち（かようび）～１３にち（げつ） 

②７がつ２０にち（げつ）～８がつ３にち（げつ）といあわせ： そう

ごう ふくし センター(☎79-7522) 
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From this July, charge for bags has been 

 started ! 

 Information: City hall Civil Hygiene Section  

☎ 44-3306 

Plastic shopping bags (so-called the weight of 

fish in the d Reji Bukuro) that you usually get 

casually when shopping. 

For the purpose of thinking about whether it is 

really necessary and reassessing our life style, 

the plastic shopping bag s will be charged all 

over the country from July. 

Question 

What is the reason for charging a fee for plastic 

bag during shopping? 

Answer 

While plastic brings convenience and benefits 

to our daily lives, it is estimated that around 8 

billion tons of plastic waste dumped into the 

ocean each year worldwide. There is even a 

prediction that by 2050, the weight of plastic 

debris will exceed the weight of fish in the 

ocean. To solve these 

problems, it is introduce to further reduce the 

use of unnecessary plastic bags. 

 

Not only leading to waste reduction, but the first 

step in solving Environmental Problems  

In Kashiba City, we formulated the “Secondary 

Garbage Reduction and Recycling Promotion 

Plan” last year, set a target for reducing the 

amount of garbage ,and set up a “Promotion 

Plan for Bringing My Bag”  Until now Kashiba 

city have been distributing my bags at Fureai 

Festa, but as a result of this charge, we ask all 

citizens to “Please refrain from shopping bags 

and bring/use my bags”. And we ask all 

businesses to cooperate with us by “calling for 

my bag when visiting our store” 

These are the first step in reducing the amount 

of garbage and eventually solving environmental  

 

7 がつ から レジぶくろ の ゆうりょうか が 

スタート しました。 

といあわせさき： しやくしょ しみん せいかつか 

    ☎４４-３３０６ 

ふだん、かいもの などで、なにげなく もらって くる プラス

チックせい かいもの ぶくろ （いわゆる レジぶくろ） 。 

それが、ほんとうに ひつよう かを かんがえて いただき、わ

たしたちの ライフスタイルを みなおす きっかけと すること

を もくてきに 、７がつ から ぜんこく いちりつで プラスチッ

クせい かいものぶくろの ゆうりょうか が じっし される こ

とに なりました。 

もんだい 

どうして、プラスチックせい かいもの ぶくろ、いわゆる レジ

ぶくろ が ゆうりょうか される ことに なったの？ 

こたえ 

プラスチックは、わたしたちの せいかつに りべんせいと お

んけいを もたらす いっぽうで、せかいぜんたい では まいと

し やく ８００まんトン もの プラスチックゴミ が かいように 

りゅうしゅつ していると すいけい されて います。 

また、２０５０ねんには かいように おける さかなの じゅうり

ょうを ゴミのじゅうりょうを うわまわって しまう という よそく

まで あります。 このような かだい かいけつに むけ 、ふ

ような レジぶくろの さくげんを いっそう すすめる ため ど

うにゅう される ことと なりました。 

 

 ゴミげんりょうか に つながる だけではなく、かんき

ょうもんだい かいけつの だい いっぽ 

ほんし まいとし では、「だい２じ ゴミげんりょうと しげんか 

の すいしん けいかく」を さくていし、ゴミりょうの さくげんもく

ひょうを たてる とともに、せさくとして 「マイバッグじさん う

んどうの すいしん」を かかげて います。  

これまで ふれあいフェスタでの マイバッグの はいふを おこ

なって きましたが、この ゆうりょうか を きっかけに、 しみ

んの みなさま には 「レジぶくろを ことわり、マイバッグ じ

さん・しよう」、 じぎょうしゃの みなさま には 「らいてんじに 

マイバッグじさん の よびかけ」を おこなう ことで、ゴミげん

りょう ひいては、 かいよう プラスチック ゴミ もんだいを 

はじめと する かんきょう もんだい を はじめとする かんき

ょもんだい かいけつの だいいっぽと なるよう、 ごきょうりょ

くを おねがいします。  
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problems such as the marine plastic garbage 

problems 

Inquiries about charging for shopping bags 

For consumers ☎0570-080180 

For businesses ☎0570-000930 

Reception time  

Mon.～Ｆｒｉ. （exp. Sat. Sun. National Holiday） 

 9:00a.m.～6:15p.m. 

 

 

ＬＩＦＥ ＆ ＥＮＶＩＲＯＭＥＮＴ  

 

How to take out 

 Bulky / Incombustible garbage  

【Call the Telephone Request Center】  

★How to request: 

○ Call the Telephone Request Center on your own. 

（☎77-1199） 

○Request time & day: 9:00 a.m.～ 4:00 p.m. （exp. 

Sat., Sun., National holidays）, 

○Number of use: Once per household per month 

○Number of items: Less than 6 items, including bulky 

and incombustible garbage 

｛Self bring-in to Incineration Plant, Minoen ｝ 

★How to dispose Follow the process below and 

bring garbage on your own to the incineration plant, 

Mino-en, 615 Ninji.your 

○How to register Submit an application to 

Shimin-eiseika on the 1st floor of City Hall, from 8:30 

a.m. to 5:15 p.m. on weekday in advance. Make sure to 

have your personal seal and car number to carry 

garbage with you when you apply. 

○Acceptable day & time for bring-in Mon. to Fri. 

between 1:30 p.m. to 4:30 p.m.,  

(exp. Nationl holiday).  

○Charges Free for charge up to 100 kg. 

   108 yen will be charged every 10 kg over 100 kg. 

*Business garbage is different.  

Specifically please refer to Civil Hygiene Section 

(☎ 44-3306)  

◆Information: Shushu center ☎77-4189 

レジぶくろ ゆうりょか に かんする といあわせさき 

 しょうひしゃ むけ ☎ ０５７０－０８０１８０ 

じぎょうしゃ むけ  ☎ ０５７０-０００９３０ 

うけつけ じかん： 

げつよう～ きんよう（ど・にち・しゅくじつ のぞく） 

 ごぜん ９じ ～ ごご ６じ１５ふん 

 

 

 

 

せいかつ・かんきょう 

 

ごみ の だしかた  

そだいごみ・もえないごみ 

 【でんわリクエストうけつけセンターへ】  

★だしかた  

○じぶん で、でんわリクエストうけつけセンター へ、でんわ で 

もうしこんでください。  ☎７７－１１９９ 

○でんわ うけつけ じかん ごぜん ９じ ～ ごご ４じ （ど よ

う・にちよう・しゅくじつを のぞく）  

○しゅうしゅう かいすう １せたい につき つき１かい  

○しゅうしゅう こすう そだい ごみ・もえない ごみ と ごう け

い で ６てん いな 

【しょうきゃくじょう（みのえん）に じこはんにゅう】 

 ★だしかた つぎの てつづき の あと、じしん で しょうきゃく 

じょう（み のえん： にんじ６１５）に はんにゅう してくださ

い。  

○はんにゅう てつづき いんかん と はんにゅう する くるま 

の ナンバー を メ モして、じぜんに しみんえいせいか（しやく

しょ １かい、げ つようび～きんようび の ごぜん８じ３０ぷん

～ごご５じ１５ふ ん（しゅじくつ・ねんまつねんし を のぞく）で 

しんせい してく ださい。 

 ○はんにゅう かのう にちじ:  

げつようび～きんようび の ごご１じ３０ぷん～４じ３０ぷん 

（しゅくじつ のぞく） 

 ○はんにゅう りょうきん :１００ｋｇ まで は むりょう。 １００ｋｇ 

を こえると １０ｋｇ ごとに １０８えん かかります。 

 ＊じぎょう けい ゴミは ことなります。  

くわしくは しみん えいせ か に おといあわせ ください。 

（☎４４-３３０６）  

◆といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎７７-４１８９ 
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Let’s be careful about heat stroke! 

 

Summer has come into play and it has become 

a season when heatstroke is more likely to 

occur. Due to the pandemic of new coronavirus, 

it is likely that more people wear masks this 

year. Wearing a mask increases the body 

temperature from face to the neck and 

accumulation of moisture in the mouth and 

mask makes it harder to feel thirsty   and 

increases the risk of heatstroke. Remove your  

Mask from time to time to help dissipate the 

heat. 

If you suspect you have heatstroke, move to a 

shaded or cool place, loosen your clothes and 

receive medical attention. 

Also, use an air conditioner and fan well to 

prevent heatstroke, and hydrate frequently 

before you feel thirst. 

Information: Kashiba Fire Department  

Emergency Section  (☎ 76-4119) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねっちゅうしょう に ちゅうい しましょう！ 

 

なつも ほんばん となり、ねっちゅうしょう が おきやすい 

じきと なって きました。 ことしは しんがた コロナウイルス

の りゅうこう により マスクを ちゃくよう することが おおく

なる と おもいます。 しかし、マスクの ちゃくよう により か

おから くびに かけての たいおん じょうしょうや、くちもとに 

しっけが たまる ことにより くちや のどの かわきを かんじ 

にくくなり ねちゅうしょうの リスクは じょうしょう します。 

ときどき マスクを はずして ねつの ほうさんを うながし 

ましょう。 

 

ねっちゅうしょう と うたがわしい ばあいは ひかげや すず

しい ばしょへ いどうし、 いふくを ゆるめ いりょうきかんを 

じゅしん しましょう。 

また、ねっちゅうしょう よぼうの ために エアコンや せんぷう

きを じょうずに しようし かわきを かんじる まえに こまめ

に すいぶんを ほきゅう しましょう。 

 

といあわせさき: かしばし しょうぼうしょ きゅうきゅう か 

       （☎７６－４１１９） 
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Consultation corner 
・  Legal advice 

     2 nd・4th (Wednesday) 100p.m.-16:50p.m. 

  Telephone consultation ・・・The first 8 arrivals 

  ✥ Application: by telephone ☎ 44-3333 

・  Administration advice 

    1 st (Wednesday) ・・・9:00a.m.-15:00p.m 

   Sougou Fukushi Center   ☎ 76-7107 

・    Human rights advice 

       1 st (Wednesday) ・・・9:00a.m.-15:00p.m. 

     Sougou Fukushi Center ☎44-3314 

・   Children’s problems  

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

   Monday to Friday ・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center  ☎ 79-7522 

・   Truant telephone advice 

      1 st ・3rd (Wednesday) ・・・9:00a.m.-noon 

✥City Hall  ☎44－3334 

※Only the telephone counseling 

・      Education 

 Monday to Friday ・・・8:30a.m.-17:15p.m. 

✥City Hall  ☎44－3334 

・   Consumer problems 

 Every Monday～Wednesday・Friday 

10:00a.m.-noon, 1:00p.m.-15:00p.m. 

    ✥Syouhi seikatsu center  ☎44－3313 

・    General advice 
 1 st (Wednesday)・・・9:00a.m.-15:00p.m. 

 2 nd・3rd ・4th (Wednesday)・・・9:00p.m.-.noon 

   ✥Sougou Fukushi Center  ☎ 79-5858 

・  Wholesome Child care advice (10:00-11:30a.m.) 

 1st～4th (Monday)  Mitsuwa ☎77－2184  

   1st～4th (Tuesday)  Wakaba ☎77－2758 

  1st～4th (Friday)  Goidou  ☎77－2023 

   1st～4th (Saturday)  Nijo  ☎77－2944 

                  Mamigaoka ☎76－4777 

   ✥Application ：Each nursery 

 

 

 

 

 

 

そうだん コーナー 

・ ほうりつ そうだん  

だい２・４（すいよう）・・・ごご１じ３０ぷん～４じ５０ぷん 

でんわそうだん・・・せんちゃく ８めい  

  ✥もうしこみ： ☎４４－３３３３ 

・ ぎょうせい そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

そうごう ふくしセンター   ☎７６－７１０７  

・ じんけん そうだん 

だい 1 (すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

そうごう ふくしセンター   ☎４４－３３１４ 

・ かてい じどう そうだん 

げつようび ～ きんようび 、そうごう ふくしセンター 

ごぜん９じ～ごご５じ ☎ ７９－７５２２ 

・   ひとり おや かてい そうだん 

げつようび～きんようび 、そうごう ふくしセンター  

ごぜん９じ～ごご５じ ☎ ７９－７５２２ 

・  こそだて・ぎゃくたい なやみ の そうだん 

げつようび～きんようび・・・ 

           ごぜん９じ～ごご５じ 

そうごう ふくしセンター   ☎ ７９－７５２２ 

・  ふとうこう でんわ そうだん  ☎４４－３３３４ 

だい 1・だい３ （すいようび）・・ごぜん９～しょうご 

✥がっこう きょういくか （※でんわそうだん のみ） 

・ きょういく そうだん  

げつようび～きんようび、 しやくしょ ☎４４－３３３４ 

   ごぜん８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん 

・   しょうひ せいかつ そうだん 

まいしゅう げつようび～すいようび・きんようび 

ごぜん１０じ～しょうご、ごご１じ～ごご３じ 

✥しやくしょ しょうひせいかつセンター ☎４４－３３１３ 

・    しんぱいごと そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

だい２・だい３・だい４（すいようび）・ごぜん９じ～しょうご 

✥そうごう ふくしセンター ☎ ７９－５８５８ 

・  すこやか いくじ そうだん (ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん) 

だい 1～だい４ （げつようび） みつわ ☎７７－２１８４ 

だい１～だい４ （かようび） わかば ☎７７－２７５８ 

だい１～だい４ （きんようび） ごいどう ☎７７－２０２３ 

だい１～だい４ （どようび） にじょう ☎７７－２９４４ 

                    まみがおか ☎７６－４７７７ 

✥といあわせさき：それぞれ の ほいくしょ 
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About cancellation of regular events 
     
    The following events will be canceled. 
     
    Contact:：Futakami Cultural Center 
             ☏ 77-1600 
 

 
   Storytelling for children （from 3years)                              
    2 nd・4th (Saturday)  each month 
 
   Reading for 0・1 year-olds 
    3rd (Friday)  each month 
 

   Reading for children (from 2years)  
     1 st (Saturday) each month 
 
   Recitation for adults 

    2 nd・4th (Friday) each month 
 

   Storytelling for adults 

   3rd (Tuesday) even months 

 
 
 

 

 Library information 

 

 ◆Opening hours 

 ・Fridays and Saturdays (excluding holidays) 

  9:30a.m.-19:00p.m. 

 ・Tuesday-Thursday・Sunday・Holiday 
  9:30a.m.-17:00p.m. 

  ※For lending and returning DVD,CD etc.  
   to the library 

 

 ◆Closed days in July and August 

   7/6・13・20・27 

   8/3・6・11・17・24・31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていれい ぎょうじの ちゅうし に ついて 

 

いかの ぎょうじを ちゅうし します。 

 

といあわせさき：ふたかみ ぶんか センター             

           ☏ ７７－１６００ 

 

 

としょかん おはなし かい （３さい から）  

まいつき だい２・だい４ どようび 

              

よちよち  たいむ （０ ・１さい） 

 まいつき だい３ きんようび 

  

どようび （２さい から） 

まいつき だい１ どようび 

 

おとなの ための ろうどくかい 

まいつき だい２・だい４ きんようび 

 

おとな の おはなしかい 

ぐうすうつき だい３ かようび 

 

 

 

としょかん じょうほう 

 

◆かいかん じかん 

・きんようび・どようび（しゅくじつを のぞく） 

 ごぜん９じ３０ぷん～ごご７じ 

・かようび～もくようび・にちようび・しゅくじつ 

 ごぜん９じ３０ぷん～ごご５じ 

※DVD,CD などのかしだし、へんんきゃく は としょしつ 

 

◆７がつ・８がつの きゅうかんび 

 ７がつ６か・１３にち・２０か・２７にち 

 ８がつ３か・６か・１１にち・１７にち・２４か・３１にち 
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Recruitment of restaurant challenge shop 

branch 

We are looking for a “Challenge Shop” on the 

2nd store of the Futakami Bunka Center with 

the aim of opening this Autumn. Dou you gain 

the experience in the  actual store and 

challenge as a step to the independent open? 

Application period: Until July 17th Fri.) 

Examination method: Presentation ＆tasting 

party. 

Examination date: July.22nd(wed.) 

How to apply: apply to challenge Management 

Office in the Futakami Bunka Center 

 

Nijousan Museum “Futakami Club”  

Course Information 

    Let’s read old document! (4times) 

Schedule: ①July 22nd （Wed.） ②Ａｕｇｕｓｔ26th(wed.)  

③September23rd(wed.) ④October28ｔｈ(wed.) 

Time: 2:00p.m.～3:30p.m. 

Place: Futakami Bunka Center 2F meeting room 

Limit:32 people (advance reservation required) 

Instructor: Mir. Eisho Okajima ( Oji town  

          Resource Utilization Chief. 

How to apply: Apply by the Fax or at the reception   

counter of Futakami Bunka Center. 

            Fax No７７－１６０１  

  

 Ｆｕｔａｋａｍｉ ｂｕｎｋａＣｅｎｔｅｒ ☎77-1000 

 Nijousan Museum          ☎77-1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いんしょく チャレンジ ショップ しゅってんしゃ 

ぼしゅう 

ふたかみ ぶんかセンター ２かいに こんしゅう からの オー

プンを めざして「チャレンジ ショップ」を ぼしゅう して いま

す。 

じっさいの てんぽで けいけんを つみ、どくりつ かいぎょう 

への ステップ として チャレンジ して みませんか？」 

ぼしゅう きかん:７ｇａｔｕ１７にち（きんよう） まで 

しんさ ほうほう：プレゼンテーション と ししょくかい 

しんさび： ７がつ２２にち（すいよう） 

もうしこみ ほうほう：チャレンジ ショップ うんえい じむきょく 

（ふたかみ ぶんかセンター ない） まで もうしこみ 

 

 

にじょういさん はくぶつかん ｢ふたかみクラブ｣ 

           こうざ の あんない 

 こぶんしょ を よもう！ （ぜん ４かい） 

にってい：①７がつ２２にち（すい）②８がつ２６にち（すい） 

       ③９がつ２３にち（すい）④１０がつ２８にち（すい） 

じかん：ごご２じ～ごご３じ３０ぷん 

ばしょ：ふたかみ ぶんかセンター ２かい かいぎしつ 

ていいん： ３２めい（じぜん よやく せい） 

こうし：おかじま えいしょう し（ おうじちょう しげん 

      かつゅようか かかりちょう） 

もうしこみ ほうほう：ファックス（             ７７-１６０１） または 

にじょうさん はくぶつかん うけつけ カウンターで もうしこみ 

    Ｆａｘ Ｎｏ ７７-１６０１ 

 

ふたかみ ぶんかセンター ☎７７-１０００ 

にじょうさん はくぶつかん ☎７７－１７００ 

 

 

 

 

 

 

 

Futakami Bunka Center 

 ふたかみ ぶんか センター 

 

 



- 10 - 

 

 

Information from The Public Health Center   

〇Apply and Contact ： 

   The Public Health Center 📞77-3965 

〇Cancer Screening is Restarted From July1st, 2020 

 -The Procedure for Examination- 

  ①Find a designated medical care providers’ list 

below that you want to make  an appointment. 

  ②Book an appointment by phone. 

  ③Visit the clinic at the appointment day, and 

receive the result and explanation from doctor at a 

later date. 

-Designed Medical Care Providers’ List and 

Services(※)- 

・Asahigaoka Clinic(Asahigaoka)  71-5600 

※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・ Kawashima Internal Medicine/Surgery/Pediatrics 

Clinic (Asahigaoka)  79-1155  

※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Nishimoto Internal Medicine (Asahigaoka)  71-2122 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Kashiba Seiki Hospital (Anamushi)  44-8037 

※Hepatitis Virus, Colon,  Lung, Breast, Stomac, 

Lifestyle Disease 

・Horikawa Clinic (Anamushi)  77-1197 

 ※ Hepatitis Virus, Colon,Lung, Stomac(Barium), 

Lifestyle Disease 

・Nijo Ekimae Clinic (Anamushi)  71-4180 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Kato Clinic(Anamushi)  71-5677 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Kashiba Murao Clinic（Isokabe）  78-5810 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Naika Matsuyama Clinic(Isokabe)  76-4388 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Fuyuhiro Clinic（Isokabe）  79－0246 

※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Stomac (Barium), 

Lifestyle Disease 

・Masuoka Clinic(Isokabe)  76-7678 

※ Hepatitis Virus, Colon, Stomac (Barium), 

Lifestyle Disease 

・Yasuda Clinic(Imaizumi)  71-7100 

※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Fujita Obstetrics and Gynecology, Internal 

Medicine(Osaka) 78-4103   

※Hepatitis Virus, Colon,Uterus 

 

 

 

ほけんセンター からの おしらせ 

〇もうしこみ・といあわせ ：  

  ほけんセンター     77－3965 

〇がんけんしん が 7 がつ 1 にち より はじまりました 

 －けんしん までの ながれ－ 

①かき してい いりょうきかん から じゅしんする いりょう

きかんを きめる。 

②でんわ で よやくする。 

③よやくびに いりょうきかんへ じゅしんし、ごじつ けっか 

せつめい を うける。 

 －してい いりょうきかん と しゅもく（※）－ 

・あさひがおか クリニック（あさひがおか） 71－5600 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・かわしま ないか げか しょうにかクリニック（あさひがおか） 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん

びょう 

・にしもと ないか（あさひがおか） 71－2122 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・かしば せいき びょういん（あなむし） 44－8037 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、い、にゅう、せいかつ

しゅうかんびょう 

・ほりかわ いいん（あなむし） 77－1197 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、い（バリウム）、せい

かつしゅうかんびょう 

・にじょう えきまえ しんりょうじょ（あなむし） 71－4180  

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん

びょう 

・かとうクリニック（あなむし） 71－5677 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん

びょう 

・かしば むらおクリニック（いそかべ） 78－5810 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・ないか まつやまクリニック（いそかべ） 76－4388 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・ふゆひろクリニック（いそかべ） 79－0246 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、い（バリウム）、せい 

かつしゅうかんびょう 

・ますおか しんりょうじょ（いそかべ） 76－7678 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、い（バリウム）、せいかつし

ゅうかんびょう 

・やすだ いいん（いまいずみ） 71－7100 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつし

ゅうかん 

びょう 

・ふじた さんふじんか ないか（おうさか） 78－4103 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、しきゅう 
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・Matsui Internal Medicine(Osaka)  78-0286 

※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Kamada Clinic(Kamada)  77-1118 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lung,                 

Stomac(Gastroscope),Lifestyle Disease 

・Kashiba Asahigaoka Hospital(Uenaka)  77-8101 

 ※Hepatitis Virus, Lung, Stomac, Lifestyle Disease 

・Takahashi Otolaryngology(Kitsui)  79-2905 

※Hepatitis Virus, Colon 

・Ikehara Clinic(Goido)  79-8600 

※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Goido Clinic(Goido)  77-5141 

 ※Hepatitis Virus, Colon 

・ Sawai Surgery/Internal Medicine Clinic(Goido)  

76-5454 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Sawada Clinic(Goido)  76-2177 

※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Stomac (Barium), 

Lifestyle Disease 

・Maruhashi Family Clinic(Goido)  43-9240 

  ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Shimoda Clinic(Shomoda-Nishi)  77-2613 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Maeda Urology Clinic(Shimoda-Nishi)  78-0400 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Michino Clinic(Shimoda-Nishi)  79-8723 

※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Wada Clinic(Shimoda-Nishi)  78-1700 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Makiura Clinic(Kou)  77-3054 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・Kataoka Clinic(Nishimami)  78-1818 

※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Stomac (Barium), 

Lifestyle Disease 

・Kawamoto Clinic(Hata)  51-6333 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lung, Lifestyle Disease 

・Sasaki Clinic(Hata)  78-7027 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lifestyle Disease 

・ Sanai Internal Medicine/Plastic Surgery 

Clinic(Mamigaoka) 78-0239 

※Hepatitis Virus, Colon, Stomac (Barium) Lifestyle 

Disease 

・Morioka Internal Medicine/Gastroenterology Clinic 

(Mamigaoka)  78-3005 

※ Hepatitis Virus, Colon, Stomac (Gastroscope), 

Lifestyle Disease 

 

 

 

・まつい ないか いいん（おうさか） 78－0286 

※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・かまだいいん（かまだ） 77－1118 

※かんえんウィルス、だいちょう、はい、い（いカメラ）、せいか

つしゅうかんびょう 

・かしば あさひがおか びょういん（うえなか） 77－8101 

※かんえんウィルス、だいちょう、い、せいかつしゅうかん 

びょう 

・たかはし じびいんこうか（きつい） 79－2905 

 ※かんえんウィルス、だいちょう 

・いけはらクリニック（ごいどう） 79－8600 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・ごいどう しんりょうじょ（ごいどう） 77－5141 

 ※かんえんウィルス、だいちょう 

・さわい げか ないか しんりょうじょ（ごいどう） 76－5454 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・さわだいいん（ごいどう） 76－2177 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、い（バリウム）、せい

かつしゅうかんびょう 

・まるはしファミリー クリニック（ごいどう） 43－9240 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・しもだ しんりょうじょ（しもだにし） 77－2613 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん

びょう 

・まえだ ひにょうきかクリニック（しもだにし） 78－0400 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・みちのクリニック（しもだにし） 79－8723 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・わだクリニック（しもだにし） 78－1700 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん

びょう 

・まきうら いいん（こう） 77－3054 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・かたおか いいん（にしまみ） 78－1818 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、い（バリウム）、せい

かつしゅうかんびょう 

・かわもとクリニック（はた） 51－6333 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん 

びょう 

・ささきクリニック（はた） 78－7027 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、せいかつしゅうかんびょう 

・さない ないか せいけいげか いいん（まみがおか） 

 78－0239  ※かんえんウィルス、だいちょう、い（バリウム）、

せいかつしゅうかんびょう 

・もりおか ないか しょうかきかクリニック（まみがおか） 

78－3005 
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・ Yamamoto Intenal Medicine Clinic(Mamigaoka)  

77-3773 

 ※Hepatitis Virus, Colon, Lang, Lifestyle Disease 

・ Hayashi Gynecology Goido Clinic(Mamigaoka) 

71-5201 

 ※Uterus 

 

〇Restart Childbirth Class  

♦Date : August 3rd(Mon), 20th(Thu) 

♦Time : ①9:00am-10:00am ②10:30am-11:30am 

♦Target : Over 5 months pregnant mothers and their 

family 

♦Capacity : 4groups each time schedule 

♦Contents : Baby bathing lesson, Lectures by midwife 

♦How to Apply : Phone 

♦Application Period : From July 15th(Wed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※かんえんウィルス、だいちょう、い（いカメラ）、せいかつしゅ

うかんびょう 

・やまもと ないか いいん（まみがおか） 77－3773 

 ※かんえんウィルス、だいちょう、はい、せいかつしゅうかん 

びょう 

・はやし ふじんか ごいどう いいん（まみがおか） 71－5201 

 ※しきゅう 

〇ははおや きょうしつ 

♦ひにち ： 8 がつ 3 か（げつ）、20 か（もく） 

♦じかん ： ①ごぜん 9 じ－ごぜん 10 じ 

②ごぜん 10:30－ごぜん 11:30 

♦たいしょう ： にんしん 5 かげつ いじょうの にんぷ と  

そのかぞく 

♦ていいん ： かくかい 4 くみ 

♦ないよう ： もくよく しどう、じょさんしによる こうわ 

♦もうしこみ ほうほう ： でんわ 

♦もうしこみ きかん ：7 がつ 15 にち（すい）から 

 

 

 

 

 


